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（写真）国家通信センター（野党） “英国裁判所 グアイド暫定政権の中銀に GOLD の裁量権を認める” 

 

 

２０２２年７月２９日（金曜） 

 

政 治                     

「マドゥロ大統領 コロンビアとの関係改善を歓迎」 

「与党国会 欧州ベネズエラ代表大使を任命」 

「フランス大使 近日中の協議再開に期待」 

経 済                     

「英国裁判所 GOLD 裁量権はグアイド政権 

～ただし、資金を動かすことは出来ず～」 

「化学品業界 需要・融資不足、制裁も影響」 

社 会                     

「ウーゴ・チャベス野球スタジアム建設すすむ」 

「ミス・ベネズエラ Poliedro de Caracas で開催」 

22 年 7 月 30～31 日（土・日） 

 

政 治                    

「OCHA 人道支援検討のためベネズエラ訪問」 

経 済                    

「野党議員 コロ検察に Monomeros 捜査を要請 

～主要野党も任命責任を巡り調査されるか～」 

「Conviasa 中国（広州）向け便を運航」 

「CENDA 基礎食糧費は月額３５２．１４ドル」 

社 会                    

「キンタクレスポ市場で火災発生」 

「パン・アメリカーナ道路 陥没」 

「ブラジル国境の街 豪雨により洪水被害」 
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２０２２年７月２９日（金曜）             

政 治                       

「マドゥロ大統領 コロンビアとの関係改善を歓迎」       

 

７月２８日 マドゥロ大統領は、８月７日からコロンビ

アの外相に就任する予定のアルバロ・レイバ外相とベネ

ズエラのカルロス・ファリア外相との会合について歓迎

の意を示した。 

 

「この会合はコロンビアとベネズエラにより良い未来

を与える会合だった。会合はすばらしいものだった。グ

スタボ・ペトロ大統領が、アルバロ・レイバ外相をタチ

ラ州のサンクリストバルに派遣してくれたことに対し

て感謝の意を表したい。」と述べた。 

 

また、マドゥロ大統領は具体的な意見交換の内容につい

て、段階的な両国の商業活動の再開・国境移動の再開・

国境の安全管理の協力体制だったと説明した。 

 

「両国の将来的な統合について話し合った。コロンビア

とベネズエラは双子の兄弟だ。共に団結して平和的な関

係を維持し、進んでいく必要がある。」 

 

 

（写真）国営報道局 

“マドゥロ大統領 コロンビアとの関係改善を祝福” 

「与党国会 欧州ベネズエラ代表大使を任命」         

 

与党国会は、ヨーロッパ・ベネズエラ代表大使としてホ

ルヘ・バレロ氏（下写真）を任命した。 

 

「Repsol」や「Eni」とのエネルギー取引が再開し、ベネ

ズエラと欧州の関係が改善方向にある中、更なる関係回

復の傾向と言える。 

 

バレロ氏は２０年以上のキャリアを持つ外交官で、直近

では国連ベネズエラ代表大使を務めていた。また、２０

０１年～０８年までは「米州機構（OAS）」のベネズエ

ラ代表大使を務めていた。 

 

他、外務省の北米担当次官や韓国大使を務めたこともあ

る。 

 

 

（写真）Maduradas 

 

「フランス大使 近日中の協議再開に期待」                  

 

７月２８日  在ベネズエラ・フランス代表大使の

Romania Nadal 大使は、ラジオ番組「Union Radio」に

出演。 

 

近いうちに与野党協議が再開することを望んでいると

発言した。 
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Nadal 大使は、与野党協議について 

「与野党協議では、経済も政治も両方のテーマについて、

同じ重さと速度感をもって協議しなければいけない。

我々はベネズエラ国民が再び統合し、政治的な約束を交

わすことが出来ると信じている。」 

と発言。 

 

「我々はベネズエラで起きている事象をどのように解

決させるか協議を行っている。重要なことはベネズエラ

の政治関係者が再び交渉の道に戻ることだ。 

実質的な交渉が既にカラカスで行われていることは理

解している。正式な与野党協議が近いうちに再開するこ

とを期待している。」 

と述べた。 

 

経 済                        

「英国裁判所 GOLD 裁量権はグアイド政権     

   ～ただし、資金を動かすことは出来ず～」           

 

７月２９日 英国裁判所は、英国に保管されているベネ

ズエラ中央銀行の GOLD 約３０トンについて、グアイ

ド暫定政権が任命したベネズエラ中央銀行の役員に正

当性があるとの判決を下した。 

 

７月１３日～１８日にかけて、マドゥロ政権とグアイド

暫定政権が中央銀行の GOLD 裁量権をめぐり、英国裁

判所で争っていた（「ベネズエラ・トゥデイ No.779」）。 

 

本件について、裁判所はグアイド暫定政権側の主張を認

めたことになる。 

 

ただし、「EFE 通信」によると、英国裁判所はグアイド

暫定政権が GOLD を動かすことについては許可してお

らず、動かして良いかどうかは別の裁判が必要になると

いう。 

 

 

GOLD を動かすことが出来るかどうかに関する裁判は、

グアイド暫定政権が手続きを進めるのであれば９月あ

るいは１０月に行われることになるという。 

 

この決定を受けて、グアイド議長は勝利を宣言。 

 

「英国にあるベネズエラの GOLD が独裁者から保護さ

れたことを宣言する。 

 

英国にある GOLD はベネズエラ人のものだ。マドゥロ

のものではない。 

 

この資源はベネズエラ国民の未来と機会を創出するた

めに使用される。英国の司法性は中立的で世界で最も強

固なものだ。」 

と主張した。 

 

一方、マドゥロ政権側は英国裁判所の決定を非難。 

 

デルシー・ロドリゲス副大統領は、今回の決定を拒絶。 

英国政府に対して、方針の修正を求めた。 

 

「英国の決定は馬鹿げたことであり、ベネズエラ国民へ

の侮辱である。 

 

英国政府に対して呼びかける。英国は修正のチャンスが

ある。国際秩序の正しい道に戻り、ベネズエラと健全な

関係を築くためのチャンスがある。 

 

英国政府はこの機会をつかむべきだ。グアイドが大統領

という幻想を辞めるサインを発するチャンスである。」 

と言及。 

 

グアイド暫定政権のメンバーに対して、「国に悪影響を

与える存在として法の裁きを与える」と述べている。 

 

 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/4cb574ba7687419afd5e98d0604f96f1.pdf
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「化学品業界 需要・融資不足、制裁も影響」                  

 

「ベネズエラ石油化学連盟（Asoquim）」の Guillermo 

Wallis 代表は、「Union Radio」に出演。 

 

石油化学品業界の現状について、一定の回復傾向が見え

るが、満足できる状況にはなっていないとの見解を示し

た。 

 

石油化学品業界の活動を制約する主な要因として、「国

民の需要」をあげ、所得向上の必要性を指摘した。 

 

また、「融資の不足」も言及。銀行からの融資が得られ

ないことが企業活動に悪影響を与えていると指摘した。 

 

他、原材料を外国から調達するにあたり「外国に支払い

をする際に困難が生じている」と制裁の影響についても

触れた。 

 

社 会                        

「ウーゴ・チャベス野球スタジアム建設すすむ」           

 

ベネズエラは野球の盛んな国で、カラカスにもいくつか

の野球スタジアムがある。 

 

８年ほど前にラグアイラ州で「ウーゴ・チャベス野球ス

タジアム」の建設が始まったが、経済混乱などを理由に

建設が止まっていたが、同スタジアムの建設が始まって

いるという。 

 

そして、同スタジアムが２０２３年に行われる「カリブ

野球シリーズ２０２３」の会場になるという。 

 

同シリーズには、ドミニカ共和国、プエルトリコ、メキ

シコ、コロンビア、パナマ、キューバ、キュラソー、ベ

ネズエラが参加する予定。 

 

同シリーズは２３年２月１日～９日にかけて、リンコナ

ーダとラグアイラの２つの野球スタジアムで行われる

という。 

 

「カリブ野球シリーズ」でベネズエラがホスト国になる

のは２０１４年以来８年ぶりだという。２０１８年、１

９年にもホスト国として名乗りを上げた、政治危機など

でホスト国に選ばれることはなかったという。 

 

 

（写真）Maduradas 

“建設中のウーゴ・チャベス野球スタジアム” 

 

「ミス・ベネズエラ Poliedro de Caracas で開催」                  

 

ベネズエラと言えば、野球に加えて「ミスコンテスト」

が有名だ。 

 

ベネズエラで最も大きなミスコンは「ミス・ベネズエラ」。 

 

１９８９年からほぼ毎年開催されている国民的なイベ

ントで、各州から代表が選出され、大会でミス・ベネズ

エラが決定する。 

 

なお、この大会で選ばれた人物が世界大会に出場するこ

とになっている。 

 



 VENEZUELA TODAY 
２０２２年７月２９日～７月３１日報道             No.７８７   ２０２２年８月１日（月曜） 

5 / 7 

 

Covid-１９を理由に２０２０年は開催なし、２０２１年

も無観客のミスコンテストだったが、今年は１１月１６

日に「ポリエドロ・デ・カラカス」という大会場で実施

される予定。 

 

 

 

（写真）Poliedro de Caracas 

 

２０２２年７月３０日～３１日（土曜・日曜）              

政 治                       

「OCHA 人道支援検討のためベネズエラ訪問」        

 

国連の「人道問題調整事務所（OCHA）」の Martin 

Griffiths 氏がベネズエラ国内での人道支援プログラム

を検討するため、ベネズエラに訪問するという。 

 

Griffiths 氏は８月２日にベネズエラに到着予定。政府・

州政府関係者らと協議。ベネズエラで実施する人道支援

プログラムについて検討をするという。 

 

また、OCHA の発表によると、Griffiths 氏は病院の状

況や物流事情などについても視察する予定だという。 

 

国連は２０１９年からベネズエラに人道支援を行って

おり、今年で３年目になる。 

 

経 済                       

「野党議員 コロ検察に Monomeros 捜査を要請    

 ～主要野党も任命責任をめぐり調査されるか～」          

 

野党国会のイスマエル・ガルシア氏はコロンビア検察庁

に対して、「Monomeros」で起きている汚職問題を訴え

ると表明した。 

 

「ベネズエラ・トゥデイ No.784」で紹介したが、野党

国会は「Monomeros」のロドリゲス・ギジェルモ・ラプ

レア社長らが、自身の蓄財のために「Lyon Street」とい

う会社と契約を交わし、不当に富を得ようとしていたと

結論付けた。また、同契約を締結するにあたり野党国会

に対して十分な説明をしなかったと指摘している。 

 

なお、ラプレア社長は、問題の本質から目を逸らすため

の結論だと反論。隠された事実があると暗に指摘した。 

 

普通に考えれば、ラプレア社長個人の蓄財というよりも

主要野党（特に行動民主党）が、政党としての活動資金

を作るための隠れ蓑としてこの契約を締結しようとし

たと考えるのが妥当な印象を受ける。 

 

なお、訴えを起こそうとしているイスマエル・ガルシア

氏は野党国会の議員だが、独立系の野党で主要野党に所

属していない。 

 

ガルシア氏は「汚職に政治思想は関係ない。赤色だろう

と青色だろうと汚職は調査されなければいけない」と主

張している。 

https://veneinvestment.com/wp-content/uploads/d864bbdc35837d9569873d74f5b05db7.pdf
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野党国会のオマール・ゴンサレス氏（急進野党の議員）

は、「Monomeros」について「Monomeros はマフィアに

よる簒奪を受けて強い注目を浴びている」と言及。 

 

野党がコントロールしていたMonomerosの運営につい

て、「透明性がほとんどなかった」と指摘。 

 

他、Monomeros の役員は主要野党の意志により任命さ

れていると言及。任命者にも責任があり、調査の手が及

ぶだろうとの見解を示した。 

 

ペトロ新政権が Monomeros を捜査することにより、

Monomeros の汚職の全容が明らかになる可能性がある

と警戒感を示した。 

 

「Conviasa 中国（広州）向け便を運航」         

 

７月３０日 ベネズエラ国営航空会社「Conviasa」は、

ベネズエラ（カラカス）―中国（広州）便の運航を開始

したと発表した。 

 

「ベネズエラ航空監督局」によると、テヘラン経由で中

国に移動するという。発表を読む限り７月３０日からベ

ネズエラ―中国便の運航が始まったようだが、週何便な

のかなど詳細は書かれていない。 

 

 

（写真）Conviasa 

 

「CENDA 基礎食糧費は月額３５２．１４ドル」         

 

一世帯５人家族の一カ月の基礎食糧費を調べている非

営利団体「CENDA」は、６月の基礎食糧費がドル建て

で月額３５２．１４ドルだったと発表した。 

 

なお、ベネズエラには「CENDAS-FVM」という同様の

調査を行っている団体があるが、「CENDAS-FVM」の

方が少し所得水準が高い前提で調査がされている。 

 

ボリバル建てで見た場合、５月から１１．９％増だが、

ドル建てで見た場合、食料費は５月とほとんど変わって

いない。 

 

他、食料費以外に生活のために必要な支出（交通・医療・

生活用品の購入等）を含めた６月の基礎生活費は、月額

４５９．８４ドル（２，５９３．４７ボリバル）と発表

している。 

 

ドル建てで見ると先月比３．０７％減。ボリバル建てで

見ると同５．０５％増になる。 

 

社 会                       

「キンタクレスポ市場で火災発生」            

 

７月３１日深夜 カラカスのキンタクレスポにある

「Corotos 市場」にて火災が発生。 

 

火の勢いは激しく、カラカス全域から消防隊・軍人らが

駆け付け６時間ほどして鎮火した。 

 

翌日の写真を見る限り、市場は全焼しており、使用でき

るようには見えない。 

 

なお、現時点では火災の原因は判明していない。 
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（写真）@DGNBEnLinea 

 

「パン・アメリカーナ道路 陥没」         

 

７月３１日 カラカス・ロステケスのパン・アメリカー

ナ道路の補修作業が終了したが、補修が完了して数時間

後に再び道路が崩壊し、巨大な穴が開いた。 

 

 

（写真）@MonitorLosAltos 

 

「ブラジル国境の街 豪雨により洪水被害」         

 

７月２９日夜から７月３０日深夜にかけて、ブラジルと

ベネズエラの国境の街「サンタ・エレナ・デ・ウアイレ

ン」（ベネズエラ側）が豪雨に見舞われ、ウアイレン川

が崩壊。洪水被害が出た。 

 

ボリバル州政府の発表によると、５００世帯（約３００

０人）が洪水被害を受けたという。 

 

なお、ブラジルとベネズエラの国境の移動は、一時的に

禁止されているという。 

 

 

（写真）El Estimulo 

 

以上 


